
富士フイルムグループの不変の価値観

富士フイルムグループが目指す姿

わたしたちは、先進・独自の技術をもって、

最高品質の商品やサービスを提供する事により、

社会の文化・科学・技術・産業の発展、健康増進、

環境保持に貢献し、人々のクォリティ オブ ライフの

さらなる向上に寄与します。

オープン、フェア、クリアな企業風土と

先進・独自の技術の下、勇気ある挑戦により、

新たな商品を開発し、新たな価値を創造する

リーディングカンパニーであり続ける。

製品・サービスを通じた
クォリティ オブ ライフの向上

特 集  クォリティ オブ  ライフ向 上 へ の 実 践

特集　クォリティ オブ ライフ向上への実践

吸収・浸透でヘルスケア

コンビニでプリント

広く人々の健康増進を目指して

11
12
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コミュニケーションを通じた
クォリティ オブ ライフの追求

23
24
25

社会とのかかわりを通じた
クォリティ オブ ライフの向上

文化を育み 幅広く人々へ 価値を提供

創造力を刺激する情報塾

みらいグリーンマップ

国際資源循環システム

循環型社会を目指した事業活動

15
16
17
19
21

社会貢献フォーラム

環境フォーラム

工場運営における地域との共生

富士フイルムグループは、企業理念に「人々のクォリティ オブ ライフの向上」を掲げています。

富士フイルムグループの考えるクォリティ オブ ライフの向上とは、人々が物質面だけでなく

精神面の豊かさを感じながら人生を過ごしていける持続可能な社会づくりです。

「人々のクォリティ オブ ライフの向上」を目指し、企業理念を具現化した活動を、

「製品・サービスを通じたクォリティ オブ ライフの向上」「社会とのかかわりを通じたクォリティ オブ ライフの向上」

「コミュニケーションを通じたクォリティ オブ ライフの追求」という3つのテーマでご紹介します。

企業理念

企業理念の具現化
活動への展開

ビジョン

The Fu j i f i lm  Group 's
Corpora te  Ph i losophy

The  Fu j i f i lm  Group 's
V is ion
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吸収・浸透で
ヘルスケア

暮らしに身近なステージで価値を提供

人々の生活様式や価値観が多様化し、利便性が求められる現代では、コンビニエン

スストア（以下コンビニ）はなくてはならない存在になっています。お客様のニーズ

や時代の変化に合わせて、多種多様なサービスがコンビニで提案される中、富士ゼ

ロックスのマルチコピー機も全国約11,000店舗のセブン-イレブンで活躍していま

す。2000年、これまでの富士ゼロックスのオフィスでのネットワーク構築の実績が

背景となり、セブン-イレブン約7,000店舗へ、初となる富士ゼロックスのマルチコ

ピー機導入を実現しました。コンビニでのインターネット活用到来の幕開けでした。

これまでオフィスを主なお客様としてきた富士ゼロックスでは、流通業界という新

規分野への参入で、一大プロジェクトの立ち上げでした。そして、2004年11月、コ

ンビニ業界初となるセルフサービスのデジカメプリント機能搭載の「新・マルチコ

ピー機」が導入されました。富士フイルムが誇る写真プリントの技術の搭載をはじ

め、お客様からご要望の多かったインターフェースなどでの使いやすさの向上に取

り組み、セブン-イレブン・ジャパンと富士ゼロックスが共同開発を進めたものです。

特に、コンビニはお子様から高齢者までさまざまなお客様が来店することから、分

かりやすさと安全面には特に配慮した設計としました。操作画面の文字の大きさや

弱視の方でも判別できる色使い、また安全面では鋭利な部分で怪我をしないよう丸

みを帯びたデザインや、幼児の手が機械の隙間に入らないような仕組み作りなどユ

ニヴァーサルデザインの配慮も徹底して追求しています。

2007年1月には、インターネットを活用した新サービス「セブン-イレブン店頭プリ

ント」がスタートしました。Windows Vista＊のパソコンから手軽にプリントしたい

写真データを登録でき、全国のセブン-イレブンでプリントできます。例えば、両親、

友人にプリント予約番号を送ることで遠隔地でもプリントできます。また、プリン

ト時に料金を投入するのでクレジットカードを使わなくても利用でき、住所や氏名、

電話番号などの登録も必要ないことから安心してお使いいただけます。

富士ゼロックスは、オフィスの現場はもちろん、身近な暮らしの中でも新たな価値提案

をし、デジタルフルカラー複合機におけるトップ技術を人々のクォリティオブライフの

向上に役立てています。
＊Windows Vistaの［スタート］メニューに「セブン-イレブン店頭プリント」にアクセスできるメニューが設けられています。

コンビニで
プリント

ナノ化されていない
アスタキサンチン液

粒子が大きいため不透明に見える
肌に浸透しにくい

小さいだけの粒子は引き付け合
い、結合して大きくなり、結果浸
透・吸収力が低下

富士フイルムは粒子をシャボン玉
のようなやわらかな極薄の皮膜で
覆い、粒子同士の結合を防ぎ、浸
透・吸収力をアップ

粒子が微細で、透明に近くなる
肌に浸透しやすい

ナノ化された
アスタキサンチン液

特集 製品・サービスを通じたクォリティオブライフの向上
Healthcare

Printing Service

サプリメントの開発、品質保証、コールセンターの新規立ち上げを経て、
現在は開発部門で培った経験を生かし、コールセンターの管理・整備や製
品企画に携わっています。新規分野という点については、皆やりがいを感
じ意欲的に取り組み、職場に女性が多く活気が溢れています。お客様から
のご意見については、具体的な対応に必ずつなげるという体制があります。
例えば、パッケージや価格面、支払いや注文方法などへのご要望を受けて
の改善対応。使い心地を実際に試したいという声を受け、アンテナショッ
プ（P.15）も立ち上げました。サプリメントの詳細な成分が知りたいとい
う声を受け、パッケージへの記載を工夫し、ウェブサイトでは詳細な成分
一覧、mg（ミリグラム）単位での含有量も開示しました。今後の課題は、
買っていただいたお客様へのきめ細やかなアフターケア、お客様の声を幅
広く収集する仕組みの構築などが挙げられます。今後も富士フイルムの多
彩な技術で価値提案につなげると同時に、信頼・安心・誠実の企業体質を
強みとして、お客様の喜びへとつなげていきたいと考えています。

社内ユーザーとしての率直な感想ですが、「どんな具合だろう？」と試供品を初めて使っ
てみたところ、まず浸透力のすごさに驚きました。同時に富士フイルムの独自技術が身近
な化粧品という形で具現化され、その技術を自身で体感できたことにも感動しました。使
い心地や効果に自分自身が心から満足したので、家族やお友達、地域の方、自身が所属す
るテニスチームや地域のテニス協会など700以上の試供品を配りました。私も含めスポー
ツをたしなむ奥様方は、日焼けによるシミ・シワについて普段から特に気にしていますの
で、使ってみてその効果に満足する反響が多くありました。要望としては年配の方が注文
しやすい配慮を今後も検討を重ねてほしいです。ヘルスケアは、魅力的でやりがいのある
分野だと思いますし、女性の活躍にも期待しています。今後も特長のある優れた製品を提
案し、社外はもちろん社内の元気や喜びにつなげてほしいと思います。

富士フイルム
ライフサイエンス事業部

氏家久美子

富士フイルム
R&D統括本部事務部

友野秀美

Products data

2000年の初導入の際は、7,500店舗（当時）の大規模な設置は未経験でしたので、
全社横断的なプロジェクトチームを結成。ステアリングを役員自ら取り、コンビニ
業界進出に向け全社一丸となって日々奮闘していました。オフィス機との大きな違
いはカストマーサポートのあり方です。まず、バックヤード体制として24時間365
日の故障受付センターの強化を図りました。次にオンサイト保守＊の面では、カス
タマーエンジニアに店舗のオーナー様との対応も引き受けてもらうことにしまし
た。そうすることで新たな改善点やニーズを吸い上げることができます。現在では、
保守の対応時間を夜9時まで拡大し店舗の満足度向上を図っています。こうしたこ
とは富士ゼロックス単独の力だけでは実現できないので、全国販売会社に全面的に
協力をお願いしております。さらに日々の突発的なトラブルや地震などのリスクを
想定し、各販売会社、技術サポート部門、開発・生産部門、物流部門、事務部門を
結ぶ緊急連絡体制を整え、スピードと品質第一で日夜対応にあたっています。
＊製品の故障や不具合によるお問い合わせが入った際、エンジニアが現場で修理を行うサポート

富士ゼロックス
中央支社
多店舗ビジネスグループ
マネジャー

武藤 一祐

「セブン－イレブン店頭プリント」の反響は大きく手応えを感じています。現在、全
国マルチコピー機の使用用途は、1位コピー、2位はデジカメプリントになっており、
ご好評をいただいております。ネット活用の大きなメリットは、今回の店頭プリン
トのようにお客様の写真データを、ネットを介して全国のどのマルチコピー機でも
出力できることですが、さらに大きなメリットはソフト面（操作するタッチパネル
など）の改善が迅速かつ柔軟に行えることです。ソフトウェアのバージョンアップ
を全国一斉に実施できます。これによりカスタマーエンジニアの出動頻度を低減す
ることができ、環境負荷を軽減しています。他にもネット活用により「どの店舗で、
どんなサービス」が利用されたか情報収集ができますので、マーケット分析にも役
立てることができます。富士ゼロックスのネットワーク構築のスキルを活用し、お
客様への価値が提供できたと実感しています。今後もネットを活用したサービスを
どんどん進化させていきたいと思います。

富士ゼロックス
中央支社
多店舗ビジネスグループ

永谷 圭介

アスタキサンチン配合　真浸透美容液（左）
ドリンク（中）
サプリメント（右）

URL http://www.ffhc.jp/

Service data

1. Windows Vistaのパソコンでプリントしたい写真デー
タを登録

2. Eメールでプリント予約番号が届く
（プリント予約番号を
メモする）

セブン－イレブンへ。
プリント予約番号を
入力して、プリント
アウト（1枚30円）

3.

「セブン－イレブン店頭プリント」
ご利用手順

詳細は下記ホームページからご覧いただけます。
パソコンをお持ちでない方でもセブン－イレブン
へご利用可能なメディアを持参すればセルフサー
ビスでその場でプリントできます。

URL http://www.fujixerox.co.jp/
evolution/vista.html

からだを内側と外側から健康にする

現代人の生活ではヘルスケアは重要なテーマであり、健康志向は一段と高

まりを見せています。富士フイルムでは、人々のクォリティオブライフの

向上に一層取り組むべく、ヘルスケア分野に参入しサプリメントや化粧品

を発売しました。

富士フイルムは長年にわたり写真分野で蓄積した多彩な独自のコア技術を

効果的な形で応用し、他社と差別化できる特長的な製品を提案しています。

例えば、写真フィルムの主原料は肌と同じコラーゲンで構成されています。

写真の色あせは酸化が原因となり、肌のシミや老化の原因と共通していま

す。コラーゲンを扱う技術や酸化を制御する抗酸化技術など、膨大な研究

成果・ノウハウを保持しています。製品開発にあたって重要視しているの

は「浸透」と「吸収」です。どんなに優れた成分を抽出できたとしても、

適切かつ効果的に浸透・吸収されない限り、高い効果は望めません。そこ

でFTDという独自の技術コンセプトを打ち立てました。FTDとは、機能的

に配合した成分や素材（Formulation）を、新鮮なまま安定した状態で狙っ

た場所に（Targeting）、タイミング良く適量を届け（Delivery）、効果を持

続させる考え方で、これには微細な素材を制御する高度なナノテクノロジ

ー技術が必要です。このコンセプトを製品として具現化し、富士フイルム

ならではの価値提案を実現しています。

例えば、アスタキサンチンは、ヘマトコッカス藻から抽出されるカロテノイ

ド系の赤い色素で、サケ、エビ、カニなどの魚介類に多く含まれている天然

成分です。β-カロテンの10倍、ビタミンＥの1000倍に相当する美肌への抗

酸化力を持ち、エイジングケア成分として注目されています。アスタキサン

チンは、沈殿や生臭い匂いなどから、肌につけたり、飲んだりする製品の成

分としては、非常に扱いにくい素材です。富士フイルムでは、これらの素材

特性を独自技術で克服し、アスタキサンチン成分を乳化・分散の技術でナノ

レベルに溶かし込んでしっかりと身体に吸収されることを可能にし、自然が

もたらす高い防御力を生かしたヘルスケア製品としてお届けしています。

▼東京ミッドタウンのアンテナショップにて
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医療との関わりはX線フィルムの供給が始まり

“乳がん撲滅”を目指して

ピンクリボン運動にも協賛

日本人女性の30人に1人が乳がんにかかるといわれ、乳がんで亡くなる女性の

数も年々増加しています。しかし早期に発見し治療すれば約90％が治癒される

ものです。自己検診に加え、マンモグラフィ（乳房X線写真）や超音波診断装

置による画像診断を定期的に受けることで、乳がんの発見率は高まります。富

士フイルムは早い時期から、乳がん診断を支援する画像処理の研究に取り組ん

でおり、医療事業との関わりは、X線フィルムの供給が始まりでした。1983年

に世界で初めてX線画像のデジタル化を可能にした「FCR（フジ コンピュー

テッド ラジオグラフィ）」の製品化に成功し、以来、富士フイルムではデジタ

ル医療画像診断分野をリードしています。一方で市民と医療機関の両方に乳が

ん検診の必要性を訴える「ピンクリボ

ン運動」に参加し、乳がん早期発見に

向けた啓発活動にも取り組んでいます。

ピンクリボン運動の一環として、マン

モグラフィ検診啓発の支援活動を展開

し、一人でも多くの女性に乳がんに対

する意識や関心を高めてもらい、早期

発見と早期治療につなげていこうと考

えています。

6分でDNAを抽出

“自動核酸抽出システム”が

生命や安全に関わる研究をサポート

現在、DNA検査は、医療・生命科学・食品・農業・畜産業・犯罪

捜査・身元確認など幅広い分野で大量に行われています。DNA検

査では、検査前に血液などのサンプルからDNAを抽出するという

工程が必要になります。従来のDNA抽出では、沈殿・遠心分離・

洗浄の繰り返しなどの工程に手作業が必要で、大学の研究者や検

査機関の大きな負担となっていました。富士フイルムのライフサ

イエンス技術を駆使し、DNA抽出作業を自動化するシステムの製

品化に成功しました。自動核酸抽出システム（QuickGene-810）

によりDNA（デオキシリボ酸）の抽出作業を6分間で、また、RNA

（リボ核酸）の抽出も13分という短時間を実現しました。短時間で、

安全で、安定的なDNA検査環境を提供し、人間の生命や安全に関

わる研究・検査をサポートしています。

広く人々の健康増進を目指して

未来に貢献する医療分野で

特集 製品・サービスを通じたクォリティオブライフの向上
The field of medical
imaging and lifescience

新生児・小児撮影にも
威力を発揮

マンモグラフィ画像

製品の安定的供給を通じ、
広く医療に貢献

放射性医薬品ならではの

迅速で確実な供給が必要

今日、多くの医療施設で、放射性医薬品（放射線を放出する放射性同位元素を

含んだ検査薬）による診断が行われ、今では放射性医薬品による診断はなくて

はならない検査法になっています。核医学診断の進歩はめざましく、それに伴

い多くの放射性医薬品が開発され、医療の現場での診断や治療方針の決定に役

立っています。富士フイルムRIファーマは、核医学分野に寄与する放射性医薬

品の安定的供給を通じ、広く医療に貢献しています。放射性物質の放射能量は

時間とともに減っていき、数時間～数日を経過すると半分の量になり検出時間

がかかってしまいます。夕方注文を受け、富士フイルムRIファーマ千葉工場で

生産した製品を翌朝には全国へお届けするという放射性医薬品ならではの安定

的かつ迅速で確実な供給が求められることから、調達から始まり、受注、製造、

物流のすべての工程での一貫した供給システムを構築しています。人々の未来

に貢献する医療診断の進歩に、さらには疾病の予防から治療領域に至るまで、

富士フイルムRIファーマの果たすべき役割と責任は非常に大きいものと考えて

います。

FCR（フジコンピューテッド
ラジオグラフィ）

ピンクリボンスマイルウオーク

「人の体に負担の少ない」がコンセプト

“患者さんにやさしい”を実現した

鼻から入れる内視鏡

富士フイルムグループで

光学レンズやハイビジョ

ンカメラなどの開発を担

うフジノンでは、内視鏡

などの医療機器も開発し

ています。2003年に製

品化された「経鼻内視鏡」

は、「人の体に負担の少

ない」をコンセプトに「鼻から入れる」を実現した極細5.9

ミリの画期的な製品です。直径1ミリの特殊レンズをはじ

め、富士フイルムグループの光学・デジタル画像技術を駆

使し、人の体に負担の少ない製品化に至ったものです。従

来の口から挿入するタイプの内視鏡は、管の直径が通常約

9ミリ前後で、口から挿入する際には麻酔が必要でした。

また、内視鏡がノドを通る際の吐き気、不快感、涙などを

体験した方は、再検査の際に恐怖や抵抗感を感じる方や検

査をお休みしてしまう方もいます。鼻から入れる内視鏡は、

「嘔吐などの不快感が激減し、検査中に医師とコミュニケ

ートできる安心感」など、患者さんにやさしい医療への寄

与に貢献しています。「経鼻内視鏡」の導入医院をたずね

るお問い合わせも年々増加し、「経鼻内視鏡」を体験され

た方の93％が次回も鼻から入れる検査を希望しています。

5年以内に実用化を目指す

体になじみやすいゼラチンを開発、

ナノ技術を活用したがん治療剤

富士フイルムはフィルム製造で培ったナノテクノロジー（超微細

技術）を活用し、抗がん剤の効き目を長くする塗り薬技術を開発

しています。2年後に米国で臨床試験を始め、5年以内の実用化を

目指しています。塗り薬にはフィルムの主材料であるゼラチンを

使います。遺伝子組み換えを使った微生物を活用して体になじみ

やすいゼラチン開発に成功し、これをがん治療用に活用していま

す。牛由来の一般的なゼラチンと異なり、牛海綿状脳症（BSE）

など感染症の恐れがありません。 ゼラチンを直径約100ナノ（ナ

ノは10億分の1）メートルの微粒子にして抗がん剤を染み込ませま

す。肌に塗ると薬の成分が徐々にしみ出して効果が持続します。

体の表面に近い部位にできたがんの場合は患部に直接抗がん剤が

届くので、点滴や注射を繰り返す必要がありません。全身に抗が

ん剤が行き渡る注射治療に比べて副作用が軽くなる可能性がある

ことから、疾病の予防から治療領域への貢献を目指し実用化に向

けて進めています。

ガンマカメラで撮影した脳の血流断層像

少量の放射性医薬品を静脈から投与し、体

内から放出される放射線（ガンマ線）をカ

メラで撮影。脳血流低下などを捉えること

が可能。

▲

QuickGene-810
自動化ではDNA抽出まで6分
（手作業だとDNA抽出まで60分）
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写真の素晴らしさを体感いただくスペース

富士フイルムグループは2007年2月、東京ミッドタウンに、富士フイルム

ホールディングス、2大事業会社の富士フイルムと富士ゼロックスの本社

機能を集結させ、新たな取り組みをスタートさせました。

2007年3月、写真ギャラリーを中心とする富士フイルムとしては初めての

複合型ショールーム「FUJIFILM SQUARE（フジフイルム スクエア）」を

オープンしました。写真の素晴らしさを体感いただき、楽しんでいただけ

る「写真文化」の情報発信拠点として、さまざまな企画を催しています。

また、スキンケアやサプリメント製品のアンテナショップ、ジオラマと映

像でインタラクティブに富士フイルムの技術などを紹介する「FUJIFILM

TOWN」、写真集などを見ながら休憩できるカフェなど多彩なコーナーを

設け、東京ミッドタウンを訪れる多くの皆様に、くつろいだ雰囲気の中で

楽しんでいただけるスペースとしています。「FUJIFILM SQUARE」を通じ

て、富士フイルムが写真はもちろん、さまざまな形で人々のクォリティ

オブライフの向上に関わろうとしていることを伝えたいと考えています。

2007年4月には、富士フイルムが1949年から1969年まで本社を構えていた

銀座2丁目並木通り沿いの富士フイルム所有地に、商業ビル「銀座Velvia

（ベルビア）館」をオープンしました。銀座Velvia館では、“「大人」が豊か

な生活を楽しめる”をテーマに、地域と社会に幅広く価値を提供し、銀座

のさらなる発展に寄与していきます。

また、富士ゼロックスがメセナ活動のひとつとして1988年より収集してい

る版画コレクションを公開・展示する「Fuji Xerox Art Space（富士ゼロッ

クス アートスペース）」を、東京ミッドタウンの商業施設ガレリア内に

リニューアルオープンしました。コレクションは、20世紀美術を概観でき

るよう体系的に集められていて、その中から展覧会テーマに沿って常時

20～40点の作品を展示し、幅広く人々へ芸術作品との出会いの場を提供し

ています。

東京ミッドタウン内及び近隣エリアには、国立新美術館・サントリー美術

館・森美術館などもあり、東京の文化・アートを発信する地域としての役

割も担っています。「FUJIFILM SQUARE」「Fuji Xerox Art Space」からも

さまざまな情報を発信し、多くの皆様にご愛顧いただき、写真文化やアー

トを育む拠点として育てていきたいと思います。

文化を育み
幅広く人々へ
価値を提供

創造力を刺激する
情報塾

特集 社会とのかかわりを通じたクォリティオブライフの向上
FUJIFILM SQUARE
JOHO-JUKU

03

02

01

04

05

●乃木神社

●

●
千代田線
「赤坂」駅

千代田線
「乃木坂」駅

●

●
日比谷線

「六本木」駅

●
南北線

「六本木一丁目」駅

赤坂通り

●
TBS

アメリカ
大使館宿舎
●

六本木
T-Cube

大江戸線
「六本木」駅

● ●
アークヒルズ

赤坂
ツインタワー

●

●
国立
新美術館

●
六本木ヒルズ

六本木通り

外
苑
東
通
り

六本木交差点

7番出口

3番出口

6番出口4a・4b出口

東京
ミッドタウン

FUJIFILM PHOTO MUSEUM
貴重なアンティークカメラなど富士
フイルムのコレクションを公開して
います。写真の歴史に触れ、時代の
変遷や写真文化の歩みを体感いただ
けます。

01

ギャラリー「PHOTO IS」
毎月さまざまな分野・テーマによる
企画展を開催しています。

02

FUJIFILM TOWN
富士フイルムが提供するさまざまな
技術やサービスをジオラマと映像で
インタラクティブにご紹介している
ほか、歴代の懐かしいTVCMなども
ご覧いただけます。

03

FUJIFILM ヘルスケアラボ
長年の研究で培ったテクノロジーを
活かし、開発したサプリメント・ス
キンケアのアンテナショップです。
専門のスタッフによるご紹介ととも
に、スキンケア製品の使用感をお試
しいただけます。

04

銀座Velvia（ベルビア）館
大人の上質な都市生活を演出する個
性豊かで話題性のある店舗が出店し
ています。

URL http://www.midcity.jp/velviakan/

05

Information

「情報塾」第5期生の修了式

大学生対象の講座風景

本業での研究成果を生かしたプログラムを提供

富士ゼロックスが長年研究し取り組んできた「情報」「知識」といった「知」

の領域の知見を生かした「情報塾」を継続的に展開しています。「情報塾」は、

学校では体験できない知的刺激を体験することを通じて、若年期のうちに創造

力を促し、アイデアや発想を生み出す力を養うもので、中学生を始めとする青

少年層を対象にしたプログラムです。富士ゼロックスの本業での日頃の研究成

果をもとにした独自の教材による、具体的なプログラムを提供しています。ス

タートから6年経ったこの取り組みは、参加者から評価を得ており、2006年10

月には大学生以上に向けたコースもトライアル開催しています。

プログラムの内容

「情報塾」は、春休み、夏休み、冬休みの期間を中心に開催しています。各コ

ースは丸1日のプログラムで、参加者同士の自己紹介からスタートし、コース

目標を確認し実地演習に入ります。講義は、全体の１～2割程度の時間で、大

半を手足や頭を使った体験型の演習に当てています。個人作業中心となる

「ホームページ制作」「電子紙芝居制作」、2人1組で取り組む「Java Programming

の初歩」、チームで取り組む「トラック製作会社経営ゲーム」「ストーリーテ

リング」「即興的図解プレゼンテーション」「アイデア創出と特許」と、参加

者同士が協力しながら進める演習が多く、異なる中学校の生徒同士のコミュ

ニケーションを図る場にもなっています。

また、演習をサポートするスタッフには、情報塾の修了者と、大学生、社会

人がボランティアで加わり、中学生が世代を超えて社会と関わりを持つこと

を経験する場としての意義も強く、参加した子どもたちは充実感を持って修

了しています。参加者の半数以上がリピーターとなって次回も参加したり、

ボランティアで手伝いに来てくれるなど、情報塾をきっかけにしたコミュニ

ティも生まれています。

開催コースのご案内は、下記のホームページからご覧いただけます。

URL http://www.fujixerox.co.jp/company/juku/course.html

大人版「情報塾」がスタート

2006年10月には、これまでの運営スキルを生かし、成果内容なども踏まえ、

大学生以上対象の大人版「情報塾」を開催しました。第1回目の「創造につい

て考えてみましょう」のセミナーは「創造とは？」、アイデア創出を促す環境

や発想技法を概観する「創造の要件」、そして実際に「発想演習」を行うプロ

グラムが加わった構成で行いました。参加者からは「固定概念にとらわれず、

さまざまな発想をすることが体験できた」などの反響が多くあり、「創造性」

を刺激するセミナーとして評価をいただきました。また、現在、富士ゼロッ

クスが取り組んでいる「情報の多層表現」の研究内容をベースに、大学生以

上の方向けに「多層系勉強会2006」講座（多層表現技法を、文学・音楽・美

術の3つの主要な芸術分野において学ぶ）も開催しています。

「情報塾」に関するお問い合わせ

住　所：〒259-0157 神奈川県足柄上郡中井町境430 グリーンテクなかい
富士ゼロックス株式会社　研究本部「情報塾」

電　話：0465-80-2355 （事務局）
火・木・金　10：15 ～15：00（月・水はお休み）

ＦＡＸ：0465-81-8951

○ ｢情報塾」への参加申し込みには、専用の申し込み用紙が必要です。
申込用紙のお取り寄せは、事務局までご連絡ください。

Information

FUJIFILM SQUARE（フジフイルムスクエア）

住　　所　　東京都港区赤坂9丁目7番3号
1階～2階（東京ミッドタウン）

電　　話　　03（6271）3350
営業時間　　午前11時～午後8時 無休（年末年始を除く）

入場無料

URL http://fujifilmsquare.jp/

Fuji Xerox Art Space（富士ゼロックスアートスペース）

住　　所　　東京都港区赤坂9丁目7番3号E-301
東京ミッドタウンガレリア3F

電　　話　　03（6271）5260
営業時間　　午前11時～午後9時

無休（展示替え期間・年末年始を除く）
入場無料

URL http://www.fujixerox.co.jp/event/hanga/ 「Fuji Xerox Art Space」

「FUJIFILM SQUARE」
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世界共通の絵文字を使って、
自分のまちの環境地図を作ろう！

グリーンマップは、世界共通の“グリーンマップ・アイコン”（絵文字）を

使って環境地図を作る世界的な活動です。1992年にニューヨークで始まり、

これまでに世界50カ国以上の国で作られています。自分たちが住んでいる

町などの身近な環境を、一般の市民が取材して一枚の地図にまとめるのが

グリーンマップの特徴です。その中でも子どもや若者が自由なアイデアで

作るグリーンマップには大人が見過ごしてしまうような発見があります。

2004年の夏休みに始まった“みらいグリーンマップ”は、日本全国の子ど

もや若者が、自分の身近な環境を取材してまとめたグリーンマップを作り、

それを事務局に送るとウェブサイト上で公開されるという、ユニークなプ

ロジェクトです。みらいグリーンマップの発案者である多摩美術大学の堀

内正弘先生を中心としたチームにより、多摩美術大学と富士フイルムとの

産学共同研究として取り組んでいます。

みらいグリーンマップづくりに参加するためには、まず、みらいグリーンマップのホームページからスターターキットを取

り寄せます。同封されている解説書を読むとグリーンマップ・アイコンの意味や地図の作り方について学ぶことができます。

そして、実際に外に出てグリーンマップを作りながら、子どもたちは自分たちの身のまわりの環境に触れ、その歴史や文化、

自然などについて知ります。取材した内容をグリーンマップ・アイコンで整理しながら地図上に配置することで、自分の手

と言葉で表現する技術を身に付けることができます。でき上がったグリーンマップを事務局に送り、作品がウェブサイト上

で公開されると、子どもたちは大きな達成感を得ます。富士フイルムは、こうした機会を子どもたちに提供することが、将

来世代に向けた環境教育として意義があると賛同し、社会貢献の一環として支援しています。

みらいグリーンマップ・プロジェクトのミーティングのために

富士フイルム本社にいらっしゃった堀内研究室のメンバーの方に

お話を伺いました。

堀内先生のお話

みらいグリーンマップは、良好な環境を未来に継承していくために

はいったい何が大切なのかを、未来を担う子どもや若者に気付いて

もらうために考えられたプログラムです。そのためには頭から知識

を教えるのでなく、身近な環境を体験して何かに気が付いてもらう、

というアプローチをとります。しかし、ただ対象を漠然と見てもそ

の意味がなかなか分からない。そこで、対象を理解するための道具

としてグリーンマップ・アイコンを使います。最初は思った通りに

記述します。それにグリーンマップ・アイコンを当てはめていくと、

自分の町で良いものが何なのか、あるいは悪いものは何なのかが分

かります。

みらいグリーンマップは環境教育プログラムとして一通り完成しま

したが、これからはより多くの人に知ってもらい、普及を図ること

を目指しています。まずは子どもや若者の関心をより引きつけるよ

うなキットのデザイン的な工夫、そしてホームページをより多くの

ビジュアルを取り入れて見やすくするための改良に着手しています。

告知方法を見直した結果、従来の紙媒体の広告よりもメールマガ

ジンなどへの反響が大きいことが分かりましたので、今後はさまざ

まな媒体を開拓していく予定です。また、キットを入手したものの、

グリーンマップを作るまでに至らない、あるいは作ったグリーン

マップを事務局に送ってくれないというケースが多いので、アン

ケートを実施し着払い伝票を送付したところ、作品の提出率が高く

なりました。今後もこのようなきめ細やかな対応をすることが大事

だと分かりました。

そもそも、みらいグリーンマップは夏休みの自由研究の宿題として

個人で作ることを想定して考えられたプログラムですが、環境教育

や情報教育に熱心な先生方により、学校の授業でグリーンマップを

作るケースも増えてきました。そこで小学校のヒアリングをしたと

みらい
グリーンマップ

特集 社会とのかかわりを通じたクォリティオブライフの向上

Mirai Green Map

左から：
多摩美術大学産学共同研究研究補助員　杉村晴子さん
多摩美術大学産学共同研究研究補助員　山本未奈子さん
多摩美術大学准教授　堀内正弘先生
多摩美術大学造形表現学部デザイン学科3年　岡百合恵さん
多摩美術大学造形表現学部デザイン学科3年　野口大介さん

多摩美術大学の皆さんが持っているパネルは、2006年に北九州市のゼンリン地図の
資料館で開催された「みらいグリーンマップ展」のグリーンマップ作品です。2007
年も東京での「みらいグリーンマップ展」開催に向けて準備を進めています。

グリーンマップ・アイコンの例です。

みらいグリーンマップでは、世界共通の125個のアイコンを以下のようなアイ
コンシールにして配布しています。文化、生活、植物、動物、資源、汚染、
交通などいくつかの分野ごとにアイコンが分かれています。

グリーンマップ作品をご紹介します。

千葉県市原市立有秋南小学校5年生の加藤翠さんが作ったグリーンマップです。

みらいグリーンマップに参加してみませんか！

まずはホームページをご覧になり、
スターターキットを請求してください。

URL http://miraigreenmap.jp/

みらいグリーンマップ事務局

多摩美術大学　産学共同研究 堀内研究室内

TEL：03-3702-1141 Eメール：info@miraigreenmap.jp

URL http://miraigreenmap.jp/
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ころ“総合的な学習の時間”がしだ

いに環境学習や地域学習のために使

えなくなってきていることがわかり

ました。生活科、社会科、地理や理

科、図画工作といった授業で展開す

ることも可能なので、モデル校を選

んで取り組みたいと考えています。

これから学校での取り組みを普及さ

せるために、先生方からいただいた

ノウハウを取り入れたティーチャー

ズマニュアルを制作するほか、ホーム

ページ上で情報を提供していきたい

と考えています。

山本さん、杉村さんのお話

みらいグリーンマップは夏休みの自由研究などにひとりで作ること

もできますが、何人かで取り組むとより多くの発見があると思いま

す。お友達と一緒、大人も加わって、家族や学校で、そして地域の

グループで作っているところもあります。グリーンマップに取り組

んでくれた3つの学校へ取材に行きました。愛知県春日井市立神領小

学校（2年生）、東京都台東区立田原小学校（5年生）、奈良県五條市

立野原小学校（5年生）です。送られてきたグリーンマップを見て、

どのような町かと思い描きながら訪れました。先生やお母さん、子

どもたちに、取り組むことになったきっかけ、どんな風に子どもた

ちが取り組んでいたのか、子どもたちの変化、子どもたちの感想な

どさまざまなお話を伺い、グリーンマップを作るプロセスが子ども

たちの情操教育という観点で価値あるものだと実感できました。ど

この学校でも共通していたのが、子どもたちの意識にめざましい変

化があったことで、そののびやかな感性や成長力には驚かされまし

た。例えば台東区では自然の草木が少なく、都市緑化のために区役

所などの公共施設の屋上などにビオトープを作っていますが、子ど

もたちは地図づくりのために調べたところ、自分たちの街のいろい

ろなところにビオトープがあることに気付きました。隣町の小学校

に行ったところ、子どもたちは校庭にもビオトープがあることに気

づき、「自分たちの小学校にもビオトープを作ろう！」「自分たちの

学校だけではだめだよ。台東区のすべての小学校の屋上にビオトー

プを作ろうよ！」という気持ちになりました。今回の取材では多く

の“気づき”の結果を伺うことができ、それは全国の先生方やご両

親にとって貴重な情報だと感じました。グリーンマップに取り組ん

だことがない方々にも読んでいただきたいと考え、ホームページに

体験レポートを掲載する準備を進めています。



特集 社会とのかかわりを通じたクォリティオブライフの向上

Resource Recycling System

可能な限り新規資源投入を抑制する
「ものづくり」と「廃棄ゼロ」を目指して

国内での取り組み

富士ゼロックスでは、商品の環境負荷低減を目指して「限り

なく『廃棄ゼロ＊1』を目指し、資源の再活用を推進する」

を全社方針に掲げ、企画・設計・調達から再資源化までの商

品ライフサイクルにおけるすべての工程での、可能な限り

環境に配慮した取り組みを積極的に推進しています。国内で

は、1995年よりお客様から回収した使用済み複写機・複合

機の部品をリユース（再使用）し、新造品と同等の品質を保

証した商品の生産・販売を開始しました。再使用できない部

品は再資源化を徹底し、2000年に「廃棄ゼロシステム」を

全国に展開、2003年以降は廃棄ゼロを達成しています。

＊1 廃棄ゼロ：埋立・単純焼却を行わない

国内における2006年度の取り組み

2006年度の使用済み商品の再資源化率は、99 .99％

（0.01％は工程ロス）となっており、全国レベルでこの再資

源化システムを維持・継続しています。リユース部品を活

用した生産台数は、2006年度実績で1.4万台、累計で29万

台に達しました。その結果、2006年度に抑制された新規資

源投入量は2,000トン、CO2排出抑制量は15,500トン-CO2

となります。

また、オフィス普及型カラー複合機で、新品同等の品質を保

証したリユース部品を使用する

資源循環型商品の開発を進め、

2006年5月、最新の技術を搭載

した新商品として「DocuCentre

C2100」を市場導入しました。

近年、複写機市場はモノクロ機

からカラー機へと急激に変化し

ましたが、回収される使用済み

商品はモノクロ機が主力であり、

技術的機構の違いからカラー機

へのリユース部品に活用できま

せんでした。しかし、2006年

はカラー機の使用済み商品の回

収が増加しました。富士ゼロッ

クスでは1997年よりカラー機の生産を行い、部品リユース

率向上に向けた設計や生産技術の開発を進めてきました。

これらの技術を結集し、使用済みカラー機の回収量の増加

に対応した商品企画を行い、最新の技術を搭載し、新品同

等の品質を保証した資源循環型商品「DocuCentre C2100」

をカラー複合機の新商品として市場導入することができ、

広くお客様にも受け入れられ、順調に部品リユースの活用

量を伸ばすことができました。

また、富士ゼロックスの主要な生産拠点が中国に移転した

ことに対応し、2007年4月からは中国生産機を活用した国

内での部品リユースを開始しました。新造機の生産ライン

にリユース部品を投入する一元化生産ライン形式での生産

を行ってきた富士ゼロックスとしては、日本国内に新造機

の生産ラインがないため、中国で生産し日本国内で販売し

た商品の一元化生産を行うことができなくなりました。し

かし、日本国内で発生する使用済み商品に対しても、メー

カーとして「企業の社会に対する責任（CSR）」を果たす

必要があると考え、日本国内にリユース部品を有効活用す

るリユースラインを鈴鹿富士ゼロックスに立ち上げました。

これは、生産拠点を中国に移しても、日本で発生する使用

済み商品は部品リユースを継続するという富士ゼロックスのポ

リシーを実現したものです。

海外での取り組み

また、海外でも日本と同様に環境負荷低減に取り組むために、

2004年12月にタイにリサイクル拠点、富士ゼロックスエコマニュ

ファクチャリングを設立し、アジア・パシフィック地域を対象

とした「国際資源循環システム」を稼動させました。アジア・

パシフィック地域の9つの国・地域＊2で発生する使用済み商品を

販売会社自らが回収し、富士ゼロックス エコマニュファクチャ

リングに移送し、鉄系、アルミ系、レンズ、ガラス、銅系など

の70のカテゴリーに分解・分別し資源として再生しています。

さらに、途中で不法投棄がなされないよう、すべてのプロセス

で重量による管理（トラッキングシステム）を行っています。

富士ゼロックスは国際資源循環システムを構築するにあたり、

構築のための基本方針と基本4原則を掲げました。

＊2 オーストラリア、フィリピン、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、ニュー
ジーランド、シンガポール、タイ

構築のための基本方針

1.富士ゼロックスがメーカーとして工場を管理運営、リスクを回避する

2.一極統合化により一貫したリサイクル品質を保証する

3.各国・地域の環境負荷を低減する

基本4原則

（1）メーカー責任で回収することにより不法投棄を防止する

（2）廃棄物を持ち込まない

（3）輸入国に環境インパクトを与えない

（4）輸入国にメリットを還元する

この4原則を順守しながら、アジア・パシフィック地域の環境負

荷低減を目指していきます。

海外における2006年度の取り組み

使用済み商品の再資源化率は、99.5％を目標に取り組みを進め

てきましたが、2006年度は99.1％となりました。

アジア・パシフィック地域では、国ごとに市場構造が異なるた

め回収には困難が伴います。国際資源環境システムを円滑に進

めるためには、タイを始めとする9つの国・地域の強い連携のも

と、一丸となって協力しながら活動を進めていくことが重要と

なることから、2006年5月、バンコクにて国際資源循環システ

ムワークショップを開催し、9つの国・地域の富士ゼロックスの

販売会社などの関係者が集まり、各国特有の事情や課題を話し

合いました。この議論の結果を受けて、富士ゼロックス エコマ

ニュファクチャリングでは、海外の販売会社を訪問するなどし

て、共に課題解決の道を

探る形で進めています。

今後は、中国などの地域

も視野に入れ「廃棄ゼロ」

を目指した活動をさらに

推進していきたいと考え

ています。

国際資源循環
システム

Corporate data

富士ゼロックスエコマニュファクチャリング

所在地：Chonburi Industrial Estate, Sriracha, Bo Win, Chonburi, Thailand

従業員数：361名（2007年3月現在）

業務内容：使用済み複写機関連の再資源化の回収・解体・
再資源化の一括処理

主要協力パートナー：現地統合マネージメントパートナー：タイ国三井物産㈱
リサイクルパートナー：16社（タイ・アジア12社、国内4社）

処理能力：機械：2～3万台/年、カートリッジ：50万個/年

敷地面積：10,400m2

資源循環型商品として市場導入を
果たしたオフィス普及型カラー機
「DocuCentre C2100」

富士ゼロックス
富士ゼロックス コリア

富士ゼロックス 香港

富士ゼロックス
フィリピン

P.T. アストラグラフィア
（代理店）

富士ゼロックス
オーストラリア

富士ゼロックス
ニュージーランド

富士ゼロックス シンガポール

富士ゼロックス アジア パシフィック
マレーシア オペレーションズ

富士ゼロックス 
エコマニュファクチャリング

富士ゼロックス タイ

国際資源循環システムの対象領域 販売会社

使用済み商品の分解・分別工程

販売会社

リサイクル
パートナー

再資源化
（70部品類別）

分解・分別

使用済み商品の
回収

富士ゼロックス
エコマニュファク
チャリング

タイ国内での処理が難しいものは、
日本へ移送し適正処理を施す。
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「写ルンです」の循環生産
2006年「インバース・マニュファクチャリング大賞」を受賞

｢写ルンです」は早い段階から、部品のリユース・リサイクル

に取り組み、1998年には循環生産工場を立ち上げ、3R（リデ

ュース・リユース・リサイクル）を徹底して進めてきました。

20年の年月を経て、現在は、LCA（ライフサイクルアセスメ

ント）の評価手法を取り入れることにより、一層の環境性能

の向上を目指し、継続的な改良に努めています。｢写ルンです」

は、部品点数を可能な限り少なくし、他の機種にも部品が使

える設計、リサイクル時に分解しやすいように、ねじや接着

剤を使わないで組み立てられる設計にしています。前カバー、

裏カバー、巻き上げノブなどリユースできない部品は、破砕

後にペレット化してから成形する従来の方法に加え、リユー

スできないプラスチック部品をペレット化せずに粉砕状態で

直接成形するペレタイズレス方式を開発しています。1990年

代当時の「写ルンです」が再資源化重量率36％であったのに

対し、現在は95％まで高めています。

なお「写ルンです」の循環生産システムは2006年の「インバー

ス・マニュファクチャリング大賞」にて大賞を受賞しました。

この「インバース・マニュファクチャリング大賞」はこの10年間

に各企業がこれまでに取り組んできたさまざまな「インバース

（循環）」の取り組みを表彰するものです。富士フイルムの「写ル

ンです」は、製品ライフサイクル全体を管理し、資源の有効活用

と環境効率向上を達成し、インバース・マニュファクチャリング

（循環型生産）を体現した優れたものと認められました。

今後も、将来世代に向けた環境教育などに「写ルンです」の

循環生産システムを活用し、将来世代へ循環生産思想を引き

継いでいきたいと考えています。

循環型社会を
目指した事業活動

特集 社会とのかかわりを通じたクォリティオブライフの向上

Inverse Manufacturing

仕分け工程
分解工程

検査工程製造包装
品質保証

販売店

ラボ店

お客様 循環生産工場

出荷

回収
リユース

リサイクル

新本社で高度な資源循環システムを構築
ゼロエミッション達成

富士フイルムホールディングス、富士フイルム、富士ゼロックスの

3社は2007年1～2月に六本木「東京ミッドタウン」に本社機能を集

結しましたが、この機会に新本社において社会に誇れる環境保全の

仕組みを構築することを目標にして、2006年3月から富士フイルム、

富士ゼロックス、そして関係会社のメンバーによるプロジェクト

チームを結成して検討を進めました。その結果、「ゼロエミッション

の達成」「情報セキュリティ確保」「法順守」を三本柱とする廃棄物

管理の仕組みを構築することができました。

特に「ゼロエミッションの達成」については、レベルの高い資源リ

サイクルを実現するための分別体系案を2006年9月より富士フイル

ム本社の全職場で試行し、従業員の声を反映させながら、新本社で

運用する分別体系（20種に分別）を確立しました。中でも紙類は8種

類に分別することにより、①白黒コピー紙をコピー用紙に再生（水

平リサイクル）、②カラーコピー紙を印刷用紙に再生、③機密文書

（シュレッダーくずや溶解文書）などから再生されたトイレットペー

パーを新本社内で使用（クローズドリサイクル）するなどの「紙の

資源循環システム」を実現しています。また紙以外の廃棄物に関し

てもより質の高いリサイクルの実現を図っています。

新本社には各フロア3カ所の「リサイクルステーション」があり、従

業員は表示に従って自らそこで20分類への分別を行います。ステー

ションには分別されたものがどのようにリサイクルされるか、分か

りやすく表示されています（下図参照）。

一方、機密文書類のセキュリティ確保では、溶解文書用の収集ボック

スをバーコード管理及びGPS追跡する、記録メディア類をサイト内

で破壊処理するなど、万全を期して情報漏えいの防止を図っています。

さらに、委託先にまで及ぶ法対応チェックを行っており、これらす

べての取り組みを総合して、オフィスビルとして最先端の環境対応

を実現することができたと考えています。

富士ゼロックスのA3対応カラーレーザープリンター
省エネ大賞　8年連続受賞

富士ゼロックスのA3対応カラーレーザープリンター「DocuPrint（ドキュ

プリント）C3050」は、経済産業省主催の平成18年度第17回省エネ大賞

（省エネルギー機器・システム表彰）において「省エネルギーセンター会

長賞」を受賞しました。富士ゼロックス商品の省エネ大賞の受賞は8年連

続で、これは業界初です。これまでの受賞商品は、カラー及びモノクロ

複合機、複写機、プリンターの低速から高速までを網羅しています。こ

れは、お客様の商品使用時の電力消費量削減を実現するため、幅広いラ

インナップで省エネルギー商品の開発に取り組んでいる成果のひとつと

言えます。

「写ルンです」循環生産システム

DocuPrint C3050

詳細な区分が設けられた「リサイクルステーション」（新本社）
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社員が自ら行動し、会社がサポートする

2月16、17日の2日間にわたり、第4回目となる「富士ゼロッ

クス社会貢献フォーラム」が開かれました。社会貢献活動

について情報を交換し、活動の推進につなげようと、継続

的に実施しています。富士ゼロックス 社長・有馬（当時）

も出席し「富士ゼロックスが行う社会貢献は、社員が自ら

参加して行うのが特徴。社員が活動を通じて得られた経験

や人とのつながりを通して人間的に成長することが、組織

の活性化につながると考えています。つまり、社会貢献活

動は、企業品質の大きな柱になっています」と参加した社

員へエールを送りました。

1日目
初日は全国各地の富士ゼロックスとその関係会社40社から、社

会貢献推進担当者72名が集まりました。また、今回は富士フイ

ルムホールディングスのCSR推進担当のメンバーも初めて出席

しています。

参加した各社から、それぞれの組織で行っている社会貢献活動

について事例紹介がありました。特に印象的だったのは、2006

年11月に行われた「第4回スペシャルオリンピックス（SO）夏

季ナショナルゲーム・熊本大会」のサポートについての紹介で、

この大会で富士ゼロックス熊本は、参加者（アスリート）やコー

チ、スタッフ、ボランティアのID発行業務を行ないました。個

人情報を扱うため、社員が連日SOオフィスに出向いて登録作

業を行うなど、実際やってみるとたいへんな作業でしたが、こ

の経験は今後の業務にも生かせるとの意見が社員から出ていま

した。

また、2007年度に富士ゼロックス及び関連会社で展開される社

会貢献キャンペーンについて、意見交換が行われました。

2日目
「いろいろな形で参加するボランティア活動を知る」をテーマ

に、1日目の参加者のほか、NPOや社外の参加者、社員、事務

局サポートのボランティアなど160名が参加し、3つの会場に分

かれて、コミュニケーションを繰り広げました。第一会場では、

社外の6団体に活動の紹介をしていただきました。

（以下は、それぞれ団体名と発表の内容）

第二会場では富士ゼロックスの社会貢献活動の6プログラム

（アート・バイ・ゼロックス、情報塾、拡大教科書製作支援、

小林節太郎記念基金、ソーシャルサービス制度、端数倶楽部）

について、担当者や体験者が紹介発表を行いました。お昼休み

には、2006年度の小林節太郎記念基金助成者である、中国ウイ

グル地区出身のアブドラ・アブドセミ・アブドラフマンさん

による故郷の楽器ラ・

ワープの演奏もありま

した。

第三会場では、開発途

上国における児童の就

学支援や衛生教育を中

心に活動をしているチ

ャイルドファンドによ

る、古本やCDなどを販

売するブックフェアや

「おかし屋ぱれっと」に

よるクッキーやケーキ

の販売、「早池峰の自然

を守る会」の炭の販売

などのコーナーもあり

ました。これらの団体

はすべて端数倶楽部の

支援先です。

富士ゼロックスの社会貢献活動については、下記ホームページをご覧ください。

URL http://www.fujixerox.co.jp/company/social/

社会貢献フォーラム 環境フォーラム

特集 コミュニケーションを通じたクォリティオブライフの追求
Social contribution forum
Environmental forum

Report

○ジャパン・プラットフォーム

寄付する社会貢献活動「災害募金の使われ方」
http://www.japanplatform.org/

○日本自然保護協会

調べる社会貢献活動「自然調べ」
http://www.nacsj.or.jp/

○日本盲人マラソン協会

走る社会貢献活動「盲人マラソン大会」
http://www.jbma.or.jp/

○東京YWCA留学生の母親運動

話すボランティア「日本語で留学生と話す」
http://www.tokyo.ywca.or.jp/ryugakusei/

○NPO法人ぱれっと

買う社会貢献活動「知的障がい者の就労支援、クッキー、ケーキの社内販売」
http://www.npo-palette.or.jp/

○エイブル・アート・ジャパン

モノづくりの社会貢献活動「インクルーシブデザイン＊について」
http://www.ableart.org/

＊インクルーシブデザイン：一人ひとりの違いに向き合いながらも、多様性やデザ
イン性を重んじるという考え方で、ユニバーサルデザインと同様の概念。

環境配慮技術を社会へ送り出す

2007年3月1日、第6回目となる「富士フイルムグループ環境フォーラム2007」が富士

フイルム神奈川工場（小田原サイト）において開かれました。環境フォーラムは、環境

配慮に関するさまざまな技術や施策の情報をグループ内で共有化し、相互活用を図ること

を目的として2002年から毎年開催しています。今回は、2006年度より約100名多い過去最

大の400名を超える参加者があり、環境に対する社員の意識の高まりを象徴しています。

ポスターセッション
富士フイルム、富士ゼロックス、グループ会社からサイトの環境配慮施策、製品の環境配慮、

実用化前の環境配慮技術や実用化された事例などについて、45件のポスター発表が行われ、

参加者間で熱心な意見交換が繰り広げられました。

（以下は発表タイトルの一部）
｢富士フイルム先進研究所の革新的な省エネ技術｣

｢東京ミッドタウン新本社での省エネ・ゼロエミッション活動｣

｢合紙を使用しない新聞印刷用デジタル刷版(CTP)｣

「含有化学物質管理」「統合マネジメントシステム」

「ユニヴァーサルデザインとユーザビリティ評価した製品事例や活動事例」

基調講演
登山家である野口 健さんをお招きし、基調講演を行いました（富士フイルムでは、ボランティ

ア参加の従業員を募り、2007年秋に野口さんと「富士山清掃」の実施を予定しています）。

口頭発表
富士フイルムの各部門と富士ゼロックスから7件の環境対応事例や研究成果が発表されまし

た。欧州RoHS指令への対応事例やREACH規則をはじめとした最近の法規制動向についての

解説、持続的な資源利用を実践する「富士宮工場の節水の取り組み」、物流分野からは「リ

ターナブル包装箱の開発・導入（Ｐ.76）」などの発表がありました。

（以下は発表タイトル）
1.「最近の法規制の動向－REACH、RoHS、GHSなど－」

2.「デジカメにおけるRoHS指令対応と結果」

3.「ミニラボにおけるRoHS指令対応と結果」

4.「X-レイフィルム中に含有する環境影響懸念物質の代替技術開発」

5.「神奈川工場・活性汚泥の処理能力向上研究」

6.「富士宮工場・節水の取り組み」－持続的な資源利用について考える

7.「循環型デリバリーシステム導入による環境改善」

基調講演「富士山から日本を変える」 野口 健氏
（お話の一部をご紹介します）

「富士山は世界一汚い山だ」と海外の登山家たちに言われ、大変悔しい思いをしたことを今で

もはっきりと覚えています。しかし、確かに富士山には、トイレットペーパーでできた「白

い川」と呼ばれるものまであり、汚物は富士山の天然水の湧く土壌にしみ込んでいました。

最初に富士山清掃の募集をした時は100人も集まりませんでした。でも、今では理解者や参加

者も増え、登山する人がゴミを拾っている五合目から上にはゴミがありません。2006年は約

4,800人が参加し約80トンのゴミを拾いました。地道な努力を続けた結果だと思います。あき

らめないことの大切さは、登山でも身にしみています。例えば、山では生きて帰るという強

い意志がないと死にます。肉体的に疲れてボロボロになって死ぬのではありません。もうダ

メだと心の中で思った瞬間に死んでしまう。僕はそれを山で見てきたのです。今、地球温暖

化の問題も、専門家は温暖化を止めるのは無理だとあきらめかけていますけど、あきらめた

らその瞬間に終わってしまいます。我々は、あきらめてはいけないのです。

野口 健氏

1973年アメリカ・ボストン生まれ。登山家。16才でモン
ブラン登頂成功。1999年エベレスト登頂に成功。10年の
歳月をかけ、七大陸最高峰世界最年少登頂記録を25才で
樹立。2000年よりエベレスト清掃登山活動に尽力。｢富
士山から日本を変える｣をスローガンに、日々、精力的
に活動している。平成11年度都民文化栄誉章を東京都よ
り受章。

富士ゼロックスは、社会貢献への経営陣の理解

が深く、歴史も古く、活動も盛んです。社会に

対しての責任という視点だけでなく、社員が自

ら行動する、会社はそれをサポートするという

意味でも、とても価値ある協働であり、誇れる

ものです。今後もこの価値ある活動の輪がどん

どん広がるようにと社員に呼びかけていきます。

富士ゼロックス
CSR部 部長（当時）

芳澤宏明

Message

ウイグル出身のアブドラさんによる
ラ・ワープの演奏

古本などのチャリティ販売も行われました

基調講演の様子
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特集 コミュニケーションを通じたクォリティオブライフの追求
Harmonious with 
the Local community

急速に普及する大型液晶テレビやパソコン、携帯電話など液晶ディスプレイ市

場は拡大を続けています。液晶ディスプレイの製造には光・色をコントロール

するフィルムの搭載が不可欠で、富士フイルムはこれらのフィルムの供給を担

っています。富士フイルムは、フィルム製造に必要とされる高度な技術（精密

薄膜塗布）を保持する世界屈指のメーカーで、液晶ディスプレイ材料市場をリ

ードしています。液晶ディスプレイの世界的な需要の高まりを受け、富士フイ

ルムは供給責任を果たすため、生産能力の増強を図っています。代表的な液晶

ディスプレイ用タックフィルムであるフジタックの生産能力を引き上げる拠点

として、熊本県菊陽町に富士フイルム九州㈱（以下、富士フイルム九州）を設

立し、2006年10月に第1工場が完成しました。さらに、第2、第3工場の増設を

進め、2008年8月の完成を目指しています。工場設立の際には、環境配慮を欠か

さず、環境保全設備への投資も十分に行っています。第1工場では、稼動時より

天然ガスを燃料とするコジェネレーションでエネルギーを高効率に使用すると

共に、CO2排出量削減に寄与しています。また、当地の豊富な水資源を大切に

し、くみ上げた地下水を可能な限り再利用するなど、富士フイルム九州は、環

境保全と地域共生を基軸に掲げた工場運営に努めています。

工場運営における地域との共生

富士フイルム九州（熊本県菊陽町）

富士フイルムが供給する４つの主要製品
タックフィルム ： 光学的に歪みがなく、透明性に優れた特性を生かし、安定した美しい映像を実現する

ワイドビュー（WV）フィルム ： 液晶の弱点と言われる視野角の狭さを補正し、液晶の画面を斜めや上
から見ても美しく見られるためのフィルム

反射防止（CV）フィルム ： 外光の影響による画像の見にくさを低減するフィルム

トランサーフィルム ： このフィルムから赤・緑・青・黒の色層をガラス基板に転写し、カラーフィルターを作る

偏光板 偏光板 拡散板 導光板

バックライト

液晶セル

地域と「文化の振興」

「南阿蘇えほんのくに」
第１号パートナーとして調印

｢南阿蘇えほんのくに」は、南阿蘇の有志の方々が中心となって「え

ほん」をキーワードに、地域文化の振興や環境の保全、交流の推進

を進めていこうとする、2006年5月にスタートした取り組みです。

「南阿蘇えほんのくに」の活動は、地域の方々や企業、行政とのパー

トナーシップによる新しい地域振興モデルとして期待されていて、

絵本図書館の運営や、手作り絵本教室、絵本の読み聞かせといった

催し物の開催など、さまざまな活動が行われています。

富士フイルム九州は「南阿蘇えほんのくに」の第1号パートナーとし

て、2006年12月熊本県庁にて、富士フイルム九州社長 山口と「え

ほんのくに」宰相 宮本孝志さんが、潮谷熊本県知事立ち会いのもと

に「えほんのくに」の平和条約に調印しました。南阿蘇を舞台とし

た「Photoえほん」（写真で作る絵本）の作成など、写真分野という

本業での連携を重視しながら活動支援を進めています。2007年5月

には、1周年記念の「南阿蘇えほんのくに第2回誕生祭」が開催され

ました。富士フイルム九州は、運営全般に協力するとともに、

Photoえほんの作品展示やワークショップを開催しました。また、5

月27日の誕生祭フィナーレでは、富士フイルムが活動を支援してい

て、フィナーレ直前に中国側からエベレスト登頂を果たした登山

家・野口健さんより、ビデオレターでエールを送っていただきまし

た。上映の後、現地チベット・カトマンズにいる野口さんと国際電

話を通じて、阿蘇とヒマラヤの美しい自然を将来世代に残していこ

うという話が弾みました。富士フイルム九州では、積極的な地域と

の交流を図り、「文化の振興」に貢献するとともに、「南阿蘇えほん

のくに」が提唱する『みんながやさしくなれる南阿蘇』づくりの一

助となるよう努めていきます。

URL http://www.aso.ne.jp/̃ehon/（南阿蘇えほんのくに）

▼液晶ディスプレイ面積の伸び
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＊広幅機は、富士フイルム神奈川工場（足柄サイト）に新設予定

地域と「環境保全」

熊本県南阿蘇村と
水源かん養林整備契約を締結

富士フイルム九州では、熊本県が広く進めてい

る水資源の保全活動へ貢献していくことが地域

と共存する企業として重要であると考え、工場

内での雨水の積極的利用や徹底した節水及び

水資源の循環使用はもちろんのこと、地域に貢

献できるさまざまな水資源保全活動の検討を進

めてきました。今回、熊本県南阿蘇村の協力を

得て、重要な地下水かん養地帯である白川上流

域の南阿蘇村での水源かん養林整備（植林）を

推進することを決定し、2007年2月に契約締結

の運びとなりました。コナラ、ヤマモミジ、ヤ

マザクラ約13,000本の植栽となります（実施す

る内容は以下のとおり）。

「南阿蘇村」は、2005年2月13日に阿蘇郡長陽

村・白水村・久木野村が合併し、合併後も「村」

を選択した、「自然の中」というイメージを大切

にしている自治体です。調印式では、南阿蘇

村・今村村長から「富士フイルムが南阿蘇村発

足後の契約締結第1号として来られたことは本当

にうれしい」と

のご挨拶をいた

だきました。今

後も地域の環境

保全に努めてい

きます。

▼富士フイルム九州の従業員と社長による　植栽第１号

植栽予定地は、村有地で面積5.24haの原野で阿蘇の大自然を

一望できる風光明媚な場所です。2007年3月13日、植栽地

（阿蘇郡南阿蘇村）にて、富士フイルム九州社長 山口をはじ

めとする、富士フイルム九州の従業員が、熊本県阿蘇森林組

合指導の下、植栽第１号として、鍬を手に取り一斉に原野を

駆け上りました。まだ寒さが残る3月でしたが、面積5.24ha

の一角に協力して広葉樹（ヤマザクラ）約300本を植樹しま

した。5月9日に13,000本全ての植栽が完了しました。

▼液晶ディスプレイ（TN-TFT LCD）の断面構造図イメージ

▲南阿蘇えほんのくに第2回誕生祭

▼Photoえほんの展示　　　　　　　　　　　▼野口健さんからのビデオレター

実施内容
①対象地：阿蘇から熊本市内に流れる白川上流域

造林面積　5.24ha
② 植栽木：広葉樹（コナラ、ヤマモミジ、ヤマザクラ）

約13,000本
③ 契約期間：2007年2月6日から15年間
④ 締結者：富士フイルム九州社長・山口光男

南阿蘇村村長・今村輝昭

▲植栽第1号の様子　　　　　　　　　　　　　　▼水源かん養植栽地（赤枠）

調印式
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